
第37回　薬事委員会結果

１.臨床試用医薬品　（☆院外のみ　★院内のみ　用：用時購入　再：再試用　止：採用中止）
　【平成27年8月7日よりオーダー入力可能となります。】

組成 薬効 薬価 申請者
(ﾘﾘｰ) 2492 1ｷｯﾄ 内科

インスリングラルギンBS注ﾐﾘｵﾍﾟﾝ[ﾘﾘｰ」 インスリングラルギン（遺伝子組換え） すい臓ホルモン剤 ¥1,696.00 榛葉
(ｷﾞﾘﾔﾄﾞ) 6250 1錠 内科

★ ソバルディ錠400㎎ ソホスブビル 抗ウイルス剤 ¥61,799.30 鮫島

(ﾔﾝｾﾝ) 8219 1錠

タペンタ錠25㎎ 合成麻薬 ¥108.70
　　　　　　　100㎎ タペンタドール塩酸塩 ¥391.70

(東亜薬工) 2316 1錠 内科
ビオスリー配合錠 酪酸菌配合剤 活性生菌製剤 ¥5.60 佐藤

(小野薬品) 3969 1錠
☆ フォシーガ5㎎ ダパグリフロジンプロピレン 糖尿病用剤 ¥205.50
用 　　　　　　10㎎ 　　　　　　　　　　　　　　グリコール ¥308.30

(マルホ) 2699 1g 皮膚科

☆ベピオゲル2.5％ 過酸化ベンゾイル 他に分類されない外皮用薬 ¥120.90 飯田
(MSD) 1190 1枚

ベルソムラ錠15㎎ スボレキサント 中枢神経用薬 ¥3,800.00
(興和) 2316 1錠

ラックビー錠 ビフィズス菌製剤 活性生菌製剤 ¥6.10

2.新規採用医薬品　（☆院外のみ　★院内のみ　用：用時購入）

組成 薬効 薬価 申請者
(日本化薬) 2390 1瓶 内科

★ インフリキシマブBS点滴静注用100㎎[NK」ｲﾝﾌﾘｷｼﾏﾌﾞ 消化器官用薬 ¥59,814.00 大橋
(沢井) 6141 1錠 外科

エリスロマイシン錠200㎎ ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ エリスロマイシン製剤 ¥8.60 大石
(ｷｯｾｲ) 3929 1瓶 外科

★ サビーン点滴静注用　500㎎ ﾃﾞｸｽﾗｿﾞｷｻﾝ 解毒剤 ¥45,593.00 小泉
(ｷｯｾｲ) 2390 1包

☆ サラジェン顆粒0.5%　5㎎（包） ﾋﾟﾛｶﾙﾋﾟﾝ 消化器官用薬 ¥133.70
(協和発酵ｷﾘﾝ) 3399　他に分類されない 1筒

★ ジーラスタ皮下注3.6㎎（0.36mL） ﾍﾟｸﾞﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑ 血液・体液用薬 ¥106,660.00

(ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) 1169　その他 1錠

☆ スタレボ配合錠L50 ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ・ｶﾙﾋﾞﾄﾞﾊﾟ・ｴﾝﾀｶﾎﾟﾝ 抗パーキンソン剤 ¥217.30
　　　　　　　　　　L100 ¥217.30

(ﾘﾘｰ) 1179 1mL 小児科

☆ ストラテラ内用液　0.4% ｱﾄﾓｷｾﾁﾝ 精神神経用剤 ¥209.20 福田
(ｸﾗｼｴ) 6429 1本 皮膚科

用 スミスリンローション５％　３０ｇ ﾌｪﾉﾄﾘﾝ 駆虫剤 ¥2,319.00 飯田
(武田) 2329　その他の 1錠

タケキャブ錠10㎎ ﾎﾞﾉﾌﾟﾗｻﾞﾝ 消化性潰瘍用剤 ¥160.10
　　　　　　　　20㎎ ¥240.20

(協和発酵ｷﾘﾝ) 2699　他に分類されない 1g 皮膚科

☆ ドボベット軟膏（１５ｇ、３０ｇ） ｶﾙｼﾎﾟﾄﾘｵｰﾙﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ 外皮用剤 ¥276.40 飯田
(協和発酵ｷﾘﾝ) 1319 1瓶 眼科

パタノール点眼液　0.1%　5mL ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ その他の眼科用剤 ¥987.50 堀田
(協和発酵ｷﾘﾝ) 8219 1枚

用 フェントステープ　8mg ﾌｪﾝﾀﾆﾙｸｴﾝ酸 合成麻薬 ¥3,800.00
(杏林) 2290 1ｷｯﾄ 内科

☆ フルティフォーム125エアゾル120吸入用 ﾎﾙﾓﾃﾛｰﾙﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ 呼吸器官用薬 ¥6,759.10 穂積

(第一三共) 3339 1錠 内科
リクシアナ錠60㎎ ｴﾄﾞｷｻﾊﾞﾝ 血液凝固阻止剤 ¥758.10 大橋

(日本新薬) 2482　卵胞ホルモン 1錠 婦人科
☆ルナベル配合錠LD ﾉﾙｴﾁｽﾃﾛﾝ・ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 黄体ホルモン混合製剤 ¥336.60 佐倉

(GSK) 2290 1ｷｯﾄ 内科
☆ レルベア100エリプタ　30吸入用 ﾋﾞﾗﾝﾃﾛｰﾙﾌﾙﾁｶｿﾞﾝ 呼吸器官用薬 ¥5,987.20 穂積
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3.切替および規格追加採用医薬品　（☆院外のみ　★院内のみ　用：用時購入）

組成 薬効 薬価 申請者
(テバ) 4490 1錠 薬剤科

エピナスチン塩酸塩錠20mg「テバ」 エピナスチン塩酸塩 アレルギー用薬 ¥33.00 松下
《アレジオン錠20㎎から切り替え》

(東和) 1249 1錠 薬剤科
エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 エペリゾン塩酸塩 鎮けい剤 ¥5.60 松下

《ミオナール錠20㎎から切り替え》
(沢井) 4490 1錠 薬剤科

オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」オロパタジン塩酸塩 アレルギー用薬 ¥25.90 松下
《アレロックOD錠5㎎から切り替え》

(沢井) 3222 1錠 薬剤科
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 クエン酸第一鉄Na 鉄化合物製剤 ¥5.60 松下

《フェロミア錠50㎎から切り替え》
(ﾌｧｲｻﾞｰ) 1179 1錠 薬剤科

ジェイゾロフトOD錠25mg 塩酸セルトラリン 精神神経用剤 ¥101.30 松下
《ジェイゾロフト錠25㎎から切り替え》

(ﾌｧｲｻﾞｰ) 3969 1錠 薬剤科
ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」 ピオグリタゾン塩酸塩 糖尿病用薬 ¥32.40 松下

《アクトス錠15㎎から切り替え》
(東和) 6152 1錠 薬剤科

ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」 ミノサイクリン塩酸塩 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質製剤 ¥16.20 松下
(東和) 6152 1錠 薬剤科

ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」 ミノサイクリン塩酸塩 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質製剤 ¥28.90 松下
《ミノマイシンカプセル50㎎から切り替え》

(第一三共ｴｽﾌｧ) 6241 1錠 薬剤科
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 レボフロキサシン ﾋﾟﾘﾄﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸製剤 ¥226.40 松下

《クラビット錠500㎎から切り替え》
(日医工) 2149 1錠 薬剤科

ロサルタンカリウム錠25mg「日医工」 ロサルタンカリウム 血圧降下剤 ¥30.50 松下
《ニューロタン錠25㎎から切り替え》

(陽進堂) 3319 1瓶 薬剤科
★ YDソリタ-T1号輸液200ml 電解質輸液 血液代用剤 ¥131.00 松下

(陽進堂) 3319 1瓶 薬剤科
★ YDソリタ-T1号輸液500ml 電解質輸液 血液代用剤 ¥135.00 松下
《ソリタT1号200mL及び500mLから切り替え》

(陽進堂) 3319 1瓶 薬剤科
★ YDソリタ-T3号G輸液500ml 電解質輸液 血液代用剤 ¥128.00 松下
《ソリタT3号G500mLから切り替え》

(陽進堂) 3319 1瓶 薬剤科
★ YDソリタ-T3号輸液200ml 電解質輸液 血液代用剤 ¥125.00 松下

(陽進堂) 3319 1瓶 薬剤科
★ YDソリタ-T3号輸液500ml 電解質輸液 血液代用剤 ¥125.00 松下
《ソリタT3号200mL及び500mLから切り替え》

(陽進堂) 3319 1瓶 薬剤科
★ ソルアセトF輸液500ml 電解質輸液 血液代用剤 ¥143.00 松下
《ヴィーンF輸液500mLから切り替え》

(大正富山) ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝ水和物 6139　ｸﾞﾗﾑ陽性菌 1ｷｯﾄ 薬剤科
★ ゾシン配合点滴静注用バック4.5ｇ ﾀｿﾞﾊﾞｸﾀﾑ 陰性菌に作用 ¥3,315.00 松下
《ゾシン点滴静注4.5ｇから切り替え》

(ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ) 8219 1ｱﾝﾌﾟﾙ 薬剤科
★ フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」フェンタニル 合成麻薬 ¥1,039.00 松下
《フェンタニル注射液0.1㎎及び0.25㎎に規格追加》

(武田) 8211 1ｱﾝﾌﾟﾙ 薬剤科
★ ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」 ペチジン塩酸塩 ﾌｪﾆﾙﾋﾟﾍﾟﾘｼﾞﾝ系製剤 ¥340.00 松下
《オピスタン注射液35㎎から切り替え》

医薬品名
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4.院外のみへ採用移行医薬品

医薬品名 組成 薬効
（武田） 3969

アクトス錠15㎎ ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ塩酸塩 糖尿病用薬
(田辺三菱)

3399　他に分類されな
い

アサコール錠400㎎ ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩 血液・体液用薬
(全星薬品) 2399　他に分類されない

アルプラゾラム錠4㎎ ラモセトロン塩酸塩錠 消化器用薬
（ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ） 4490

アレジオン錠20㎎ エピナスチン塩酸塩 アレルギー用薬
(ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) 4490

アレロック顆粒0.5％ ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩 アレルギー用薬
（ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ） 4490

アレロックOD錠5㎎ ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩 アレルギー用薬
(ｱﾙﾌﾚｯｻ) 3222

インクレミンシロップ 溶性ﾋﾟﾛﾘﾝ酸第二鉄 鉄化合物製剤
(日本新薬) ｴｽﾄﾗﾑｽﾁﾝﾘﾝｻ酸 4219

エストラサイトカプセル ｴｽﾃﾙNa水和物 アルキル化剤
（第一三共） 6241

クラビット錠500㎎ レボフロキサシン ﾋﾟﾘﾄﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸製剤
(ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ) 2123

セロケン錠20㎎ ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ酒石酸塩 β-遮断剤

(ｴｰｻﾞｲ) 2129

タンボコール錠50㎎ ﾌﾚｶｲﾆﾄﾞ酢酸塩 不整脈用剤

（MSD） 2149

ニューロタン錠25㎎ ロサルタンカリウム 血圧降下剤

（ｴｰｻﾞｲ） 3222

フェロミア錠50㎎ クエン酸第一鉄Na 鉄化合物製剤

(ﾄｰﾜｴｲﾖｰ) 3131
フラビタン錠10㎎ ﾌﾗﾋﾞﾝｱﾃﾞﾆﾝｼﾞﾇｸﾚｵﾁﾄﾞNa ビタミンB2剤

(あすか) 2478
プロスタールL錠50㎎ ｸﾛﾙﾏｼﾞﾉﾝ酢酸ｴｽﾃﾙ 合成黄体ホルモン製剤

(ｱｽﾃﾗｽ) 3999　他に分類されない
ボノテオ錠50㎎ ﾐﾉﾄﾞﾛﾝ酸水和物 その他の代謝性医薬品

（ｴｰｻﾞｲ） 1249
ミオナール錠50㎎ エペリゾン塩酸塩 鎮けい剤

（ﾌｧｲｻﾞｰ） 6152
ミノマイシンカプセル50㎎ ミノサイクリン塩酸塩 ﾃﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系抗生物質製剤

(中外) 1124
レキソタン錠2㎎ ﾌﾞﾛﾏｾﾞﾊﾟﾑ ﾍﾞﾝｿﾞｼﾞｱｾﾞﾋﾟﾝ系製剤

(ﾆﾌﾟﾛﾊﾟｯﾁ) 2699　他に分類されない
アクトシン軟膏 ﾌﾞｸﾗﾃﾞｼﾝﾅﾄﾘｳﾑ 外皮用薬

(ﾎﾟｰﾗﾌｧﾙﾏ) 2699　他に分類されない
オルセノン軟膏 ﾄﾚﾁﾉｲﾝﾄｺﾌｪﾘﾙ 外皮用薬

(ｽﾐｽ＆ﾈﾌｭｰｳﾝﾄﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ) 2699　他に分類されない
カソデックス軟膏0.9％ ヨウ素・ｶﾃﾞｷｿﾏｰ150 外皮用薬

(ｼﾞｪｲﾄﾞﾙﾌ) 3959
ブロメライン軟膏5万単位 ﾏｸﾛｺﾞｰﾙ4000と400 酵素製剤

(ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ) 2659
ラミシール液 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩 寄生性皮膚疾患用剤
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5.取扱中止医薬品

医薬品名 組成 薬効
(東和) 1169

カベルゴリン錠1㎎「ﾄｰﾜ」 ｶﾍﾞﾙｺﾞﾘﾝ 抗ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ剤
(第一三共) 1190

メマリー錠20㎎ ﾒﾏﾝﾁﾝ塩酸塩 中枢神経系用薬
(ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ) 1313

キシロカイン点眼液4％ ﾘﾄﾞｶｲﾝ 眼科用局所麻酔剤
(GSK) 3339

アリクストラ皮下注2.5㎎ ﾌｫﾝﾀﾞﾊﾞﾘﾇｸｽﾅﾄﾘｳﾑ 血液凝固阻止剤
(第一三共) 6222

イスコチン注100㎎ ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ ｲｿﾆｱｼﾞﾄﾞ系製剤
(旭化成ﾌｧｰﾏ) 2190

エリル点滴静注液30㎎ ﾌｧｽｼﾞﾙ塩酸塩水和物 循環器官用薬
（田辺三菱） 8211

オピスタン注35㎎ ﾍﾟﾁｼﾞﾝ塩酸塩 ﾌｪﾆﾙﾋﾟﾍﾟﾘｼﾞﾝ系製剤
(ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ) 1232

オビソート注射用0.1g ｱｾﾁﾙｺﾘﾝ塩化物 ｱｾﾁﾙｺﾘﾝ系製剤
(協和発酵ｷﾘﾝ) 3399　他に分類されない

グランシリンジ75 ﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑ 血液・体液用剤
(ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ)

サンドスタチンLAR皮下注100μg 2499　他に分類されない
サンドスタチンLAR筋注用30㎎ ｵｸﾄﾚｵﾁﾄﾞ酢酸塩 ホルモン剤

(高田) 4420
シオゾール注25㎎ 金ﾁｵﾘﾝｺﾞ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 刺激療法剤

（大正富山） ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝ水和物 6139　ｸﾞﾗﾑ陽性菌
ゾシン配合点滴静注4.5ｇ ﾀｿﾞﾊﾞｸﾀﾑ 陰性菌に作用

(沢井) 3334
ヘパリンCa注2万単位20mL ﾍﾊﾟﾘﾝｶﾙｼｳﾑ ﾍﾊﾟﾘﾝ製剤
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